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株 式 会 社 エ ム ア ッ プ
（コード番号：3661

東証第一部）

名古屋発！BOYS AND MEN 研究生の選抜メンバーによるユニット「祭 nine.」
オフィシャルファンクラブサイト開設のお知らせ

株式会社エムアップ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）は、株式会社フォーチュンエンター
テイメント（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：谷口誠治）に所属するアーティスト「祭 nine.（読み：
マツリナイン）のオフィシャルファンクラブサイトを開設いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
また、ファンクラブサイト開設にあたり、祭 nine.結成後初のワンマンライブとなる『祭 nine.夏フェス 2017
「嗚呼、初祭り」
』のチケット先行予約受付や、オンラインショップでの限定特典付きメジャーデビューシン
グルの受注も実施してまいりますので、合わせてお知らせいたします。

記

【サイトの概要】
・サイト名：祭 nine.オフィシャルファンクラブ「祭 nine. ハッピ会」
・サイト開設日：平成 29 年７月 27 日 12：00
・サイト URL：https://matsuri-nine.jp/fanclub/
・利用料：入会金 1,080 円（税込）/ 年会費 4,320 円（税込）
・決済方法：クレジットカード決済 / コンビニ決済（追加予定）

【会員特典】
・会員証の発行（入会時）
・会報の発行（年２回）
・会員限定デジタルコンテンツの閲覧
GALLERY：ファンクラブでしか見られないオフショットを公開
MOVIE：コメントムービーやバックステージムービー等の限定動画を配信
REPORT：ライブ/イベント/撮影現場などの模様を写真とテキストでお届け
WALLPAPER：ファンクラブ限定壁紙画像を配信
MONTHLY CONTENTS：メンバー1 人 1 人にフィーチャーした月間企画を実施
・ライブ/イベントのチケット先行予約受付
・ファンクラブ限定イベントやファンクラブ限定プレセント企画の実施 など
ファンクラブサイト開設に合わせ、祭 nine.結成後初のワンマンライブとなる『祭 nine.夏フェス 2017「嗚
呼、初祭り」』を名古屋・東京の２か所にて開催。オフィシャルファンクラブ「祭 nine. ハッピ会」では
最速のチケット先行予約受付を 7 月 27 日（木）12：00 より開始いたしました。
【チケット先行予約開始期間】
7 月 27 日（木）12：00～8 月 2 日（水）23：59
【公演詳細】
■名古屋会場
公演タイトル：祭 nine.夏フェス 2017「嗚呼、初祭り」
～デンツクマスター認定試験名古屋会場はこちら！～
日時：8 月 25 日（金）開場：15:00／開演：16:00
場所：THE BOTTOM LINE

〒464-0850 名古屋市千種区今池 4-7-11

■東京会場
公演タイトル：祭 nine.夏フェス 2017「嗚呼、初祭り」
～デンツクマスター認定試験東京会場はこちら！～
日時：8 月 31 日（木）開場：15:00／開演：16:00
場所：渋谷 www 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 13-17 ライズビル地下
■チケット料金（名古屋・東京共通）
：4,000 円（ドリンク代 500 円別途）

また、当社運営のテイチクエンタテイメント オンラインショップにて平成 29 年８月 16 日発売のメジャーデ
ビューシングル『嗚呼、夢神輿』のプレミアム特典会参加券付き販売の受注を平成 29 年７月 28 日より開始。
年会費制のファンサイトとオンラインショップで相互の連携を図ることで、売り上げ増に寄与します。

【タイトル】
祭 nine. メジャーデビュー記念特別企画
プレミアム特典会

～祭 nine.の屋台だよ！僕の屋台に

遊びにおいで。七変化の巻～

【会場日時】
東海会場
日時：2017 年 9 月 18 日（月・祝）
会場：岐阜・岐阜市文化センター 催し広場

関東会場
日時：2017 年 9 月 30 日（土）
会場：東京・3331 Arts Chiyoda 体育館

【プレミアム特典会内容（東海・関東会場共通）
】
それぞれの露店の店主の格好をしたメンバーが皆さんを待ち受けます。
撮影ポーズも各露店によって異なります。また、各メンバーは 7 種の露店の店主を全て行います。

【特典券対象の予約及び販売受付期間】
2017 年 7 月 28 日（金）12:00

～

2017 年 8 月 18 日（金）23:59

入場整理番号入り特典券となります。特典券は規定枚数を超え次第終了となります

【対象商品】
タイトル：嗚呼、夢神輿（ああ、ゆめみこし）
■パターン A（TECI-574［1CD＋1DVD］￥1,500＋税）
■パターン B（TECI-575［1CD＋1DVD］￥1,500＋税）
※パターン A,B 各 1 枚 計 2 枚をご予約・ご購入の方

【受付サイト】
テイチクエンタテイメント オンラインショップ

http://teichiku-shop.com/

【祭 nine. プロフィール】
名古屋発！話題沸騰中の 13 人組エンターテイ
メント集団、BOYS AND MEN 研究生からの選
抜メンバー7 人によるユニット。甘いマスクか
らは想像も出来ないほどのアグレッシブなボー
カル＆ダンス、そしてアクロバットパフォーマ
ンスは超・必見！
2017 年 8 月 16 日テイチクエンタテインメント
よりメジャーデビューシングル『嗚呼、夢神輿』
を発売。BOYS AND MEN 研究生時代には、2016 年 12 月 21 日に発売されたメジャー流通シングル「ド
ドンコ Don’t Worry」でオリコンデイリーCD シングルランキング初登場 1 位（2016/12/20 付）同週間ラ
ンキングは初登場 3 位（2017/1/2 付）を獲得。日本レコード協会ゴールドディスクにも認定され、新人
グループとして“メジャーデビュー前”に驚きの記録を打ち立てた。2017 年 2 月 19 日に開催された単
独ライブ（名古屋国際会議場センチュリーホール/動員 3,000 人）を大成功のうちに収める。
※参考情報
・株式会社エムアップ
代表取締役

美藤宏一郎

本社

東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 10F

事業内容

携帯コンテンツ配信事業、PC コンテンツ配信事業、e コマース事業

URL

http://www.m-up.com/

・株式会社フォーチュンエンターテイメント
代表取締役

谷口誠治

本社

愛知県名古屋市中区松原 3-9-16

事業内容

コンテンツプロダクション事業、商品販売事業、タレントマネージメント事業、
キャスティング事業･レーベル事業･教育事業･NAGOYA DREAM PROJECT 事業、施設運営事業

URL

https://fent.jp/

本リリースに記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
サイトの閲覧、利用に関しては、別途パケット通信料が必要となります。

■本件に関するお問い合わせ先
株式会社エムアップ
IR 担当 E-mail：ir-support@m-up.com
以上

